
─ 行 事 予 定 ─

地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

北 海 道 北海道地方支部
（011）211-7007

2019/1/24 第58回水道実務発表会 名寄市 対象：支部内全会員

2019/2・3 第68回支部事務担当者連
絡会議

札幌市 対象：区長都市事務担当者

道南地区
（0143）44-6117

2019/1 平成30年度第２回幹事会 室蘭市 対象：地区内正会員

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2019/1/11 第208回幹事会 仙台市 対象：幹事

2019/2/ のうち
の二日間

第50回各県支部事務担当
者会議

仙台市 対象：県支部事務局担当者

関 東 関東地方支部
（045）633-0130

2019/1/16 事務・技術講習会 東京都 参加費無料

2019/2/1 第４回水質研究発表会運
営委員会

東京都

2019/2/4・5 南関東ブロック合同防災
訓練

川崎市

2019/2/ 下旬 第３回防災連絡協議会

神奈川県支部
（044）200-3096

2019/1/18 第１回幹事会 県内

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2019/1 役員会 名古屋市

2019/1 中部地方支部情報伝達訓
練

愛知県支部
（0532）51-2702

2019/1/29 支部役員会 豊橋市 対象：役員

静岡県支部
（054）251-0710

2019/1 第２回役員会 静岡市 対象：支部役員

2019/2/8 水道技術管理者研修会 熱海市 対象：県支部正会員、参加費無料

岐阜県支部
（058）259-7523

2019/1/29 第２回役員会 岐阜市 対象：支部役員

新潟県支部
（025）232-7314

2019/1/ 中旬 水道災害対策会議 新潟市 対象：メンバー都市

2019/1/ 下旬 第２回役員会 新潟市 対象：県支部役員

2019/2/13 指定給水装置工事事業者
講習会（新潟会場）

新潟市 対象：支部会員指定の給水装置工事事業
者

2019/2/21 指定給水装置工事事業者
講習会（上越会場）

上越市 対象：支部会員指定の給水装置工事事業
者

2019/3/4 指定給水装置工事事業者
講習会（長岡会場）

長岡市 対象：支部会員指定の給水装置工事事業
者

関 西 関西地方支部
（06）6616-5401

2019/１ 実務講習会（技術部門） 大阪市 対象：支部会員

2019/１/ 下旬 第３回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

2019/2 災害対策研修会 大阪市 対象：支部会員

支  部  だ  よ  り



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

関 西 大阪府支部
（06）6858-2911

2019/1/17 第２回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

2019/1/17 管理者研修会 大阪市 対象：正会員管理者（責任者）、賛助会
員

京都府支部
（075）672-7706

2019/2 水道技術管理者協議会報
告会及び水道技術意見交
換会

京都市 対象：正会員、参加費無料

兵庫県支部
（06）6489-7411

2019/1/ 中旬 事務担当者連絡会 尼崎市 対象：幹事会構成員

2019/1/ 下旬 第236回幹事会 尼崎市 対象：幹事会構成員

2019/2/ 上旬 第75回水道技術管理者協
議会

西宮市 対象：正会員

中国四国 岡山県支部
（086）234-5906

2019/1/18 役員会 総社市

2019/1/ 下旬 事務・技術会議 岡山市

香川県支部
（087）826-6112

2019/1/ 下旬 水道技術管理者連絡会議 未定 対象：正会員

九 州 九州地方支部
（092）483-3104

2019/1/24 第３回役員会 熊本市 対象：役員都市

2019/2/ 未定 技術担当課長会議 宮崎市 対象：県支部長都市

佐賀県支部
（0952）33-1330

2019/2/ 未定 第２回役員会 佐賀市 対象：役員都市

大分県支部
（097）538-2403

2019/2/6 第２回課長会 大分市 対象：正会員

熊本県支部
（096）381-4061

2019/1/ 下旬 第２回役員会 熊本市 対象：熊本県支部役員

沖縄県支部
（098）941-7840

2019/2/ 未定 水道事業管理者協議会 那覇市



─ 地 域 の 話 題 ─

（大阪府支部）

秋季研修会を京都府及び滋賀県にて開催
大阪府支部では、毎年、近畿地区の先進的な水道事業体の取り組みを学ぶとともに、会員相互間の情

報交換の機会を提供する「秋季研修会」を開催しています。本年は研修テーマを『ダムの役割と琵琶湖
の自然環境について』とし、11月21日に、正会員14会員25名、賛助会員９会員10名の参加のもと、京都
府南丹市の日吉ダム及び滋賀県草津市の滋賀県立琵琶湖博物館に赴きました。
日吉ダムではダム建設に至った経緯や目的などの概要説明を受けた後、ダム堤体内部にあるインフォ

ギャラリーを見学しました。気象予報で発表される降雨量はダムに流入する雨量と一致していない為、
大雨が降った際に確保流量を維持しながらも、どのタイミングで放水するか等大変な苦労をされている
ことがわかり、勉強になりました。また、ダム内に設けられたインフォギャラリーはダム建設時の資料
や管理状況を映像やジオラマ等で紹介しており、職員の説明を聞きながら回ることで短時間ではあるも
のの、充実した時間を持つことができました。
午後からは滋賀県立琵琶湖博物館に赴きました。琵琶湖の生い立ちや人と琵琶湖の歴史等、各自興味

のあるコーナーを熱心に見学しておりました。
研修にご協力いただいた日吉ダムの皆さまにおかれましては、この場をお借りして御礼申し上げます。
府支部では、今後におきましても会員のニーズに沿った研修を行ってまいりますので、その折には積

極的なご参加をお待ちいたしております。



（京都府支部）

平成30年度日本水道協会京都府支部・関西地方支部合同防災訓練について
京都府支部では、平成27年度から災害時に円滑な相互応援を図ることを目的として合同防災訓練を実

施しており、今年度で４回目となる訓練を行いました。また、今年度は関西地方支部との共催とし、関
西地方支部としては初めて合同防災訓練を実施しました。
今年度の訓練は、生駒断層帯を震源とする大規模地震が宇治市・城陽市・久御山町の２市１町で発生

し、漏水事故や断水事故が多数発生していると想定の下で行い、各正会員間の情報伝達訓練と２市１町
における応急給水訓練（本部：城陽市）を11月13日、14日の２日間にわたり実施しました。
２日目の応急給水訓練では、関西地方支部内正会員を含め28会員108名が参加しました。また、訓練の

内容としては、被害状況や給水活動方針等について説明を行う本部運用訓練や給水車13台を用いた応急
給水訓練を２市１町の各会場において実施しました。
京都府支部では、次年度以降も災害時における更なる連携強化に向け、府支部内の各エリアにて合同

防災訓練を実施してまいります。



（香川県支部）

平成30年度総合防災訓練（観音寺市：10月28日）
平成30年度総合防災訓練に県支部の代表として

事務局職員１名、会員（香川県広域水道企業団観
音寺事務所職員）２名の計３名で参加してきまし
た。
この訓練は、災害対策基本法、香川県防災対策

基本条例、香川県地域防災計画等に基づき、大規
模地震を想定し、防災関係機関の連携強化を図る
とともに、自主防災組織の育成強化や県民の防災
意識の一層の高揚を図るために香川県防災会議
（所管：香川県危機管理総局危機管理課）等が実
施しているものです。
実際の訓練では、関係地方公共団体、地元自主

防災組織、警察、消防、自衛隊、医療関係機関等々、様々な分野の団体が関係訓練を行い、本県支部は、
電気・ガス・通信事業者と同様にライフライン応急復旧訓練に参加し、工事組合とともに配水管等の漏
水修繕作業や給水車の展示等を行いました。

第73回技術講習会（坂出市：11月22日）
香川県支部技術講習会を本県支部の会員である

香川県広域水道企業団坂出事務所にて開催し、正
会員職員28名の参加がありました。
午前は、公益財団法人水道技術研究センター  

専務理事　安藤　茂　様をお招きし、香川県広域
水道事業体設立準備協議会の委員会であった「浄
水施設における管理等効率化検討委員会」の報告
について、当時の経緯などを含め説明がありまし
た。
午後からは、一般社団法人日本ダクタイル鉄管

協会　竹腰　和典　様をお招きし、「安全で強靭
な管路の構築について」と題し、取組みを行って
いる事業体の実例を交えながら、安全で強靭な管路の構築について説明を受けました。


